
時
限

一般 14:45～16:15 一般 18:00～19:30

キッズ 16:00～16:45 ジュニア 18:05～19:30

レベル コーチ レベル コーチ レベル コーチ レベル コーチ レベル コーチ レベル コーチ レベル コーチ

Basic 上級 江馬 kids 佐野 初中級
初級 中級

初中級 阿部 中上級
中級 上級 阿部

中上級 ST 荻生
Jrｸﾞﾘｰﾝ 福井 Jrｲｴﾛｰ 福井 G/L 吉田

Basic 初級 kids 木下 Basic Basic
初級 初中級 初級 初級

初中級 中級 初中級 阿部
中級 真野 上級 阿部 中級

中上級 阿部 Jrｸﾞﾘｰﾝ 桝本 Jrｲｴﾛｰ 桝本 中上級
上級 江馬 Jr Jr

Basic Basic 中級 kids 真野 初中級 藤田 Basic
初級 初級 中上級 初級

初中級 藤田 初中級 初中級
中級 阿部 中級 中級

中上級 中上級 真野 中上級
上級 上級 Jrｸﾞﾘｰﾝ 真野 Jrｲｴﾛｰ 真野

初級 Basic Basic kids 木下 Basic
初中級 初級 初級 初級
中級 桝本 振替専用 鵜飼 初中級 桝本 初中級

中上級 藤田 上級 江馬 中級
中上級 森岡

Jrｸﾞﾘｰﾝ 木下 Jrｲｴﾛｰ 木下 上級 阿部
Jr Jr

Basic 初中級 kids 真野 初級
初級 中級                                                                                                    初中級
中級 中上級                                  中級

中上級 中上級
上級 江馬 上級

Jrｸﾞﾘｰﾝ 真野 Jrｲｴﾛｰ 真野

時限

時間

レベル コーチ レベル コーチ レベル コーチ レベル コーチ レベル コーチ レベル コーチ レベル コーチ
Basic Basic Basic Basic Basic 初中級 Basic
初級 初級 初級 初級 初級 中級 初級

初中級 初中級 初中級 初中級 初中級 中上級 初中級
中級 中級 阿部 中級 中級 中級

中上級 中上級 桝本 中上級 中上級 中上級
上級 阿部 上級 真野 上級 Jrｸﾞﾘｰﾝ 宮崎 Jrｸﾞﾘｰﾝ 宮崎 上級

Jrｲｴﾛｰ 福井 Jrｲｴﾛｰ 福井
kids福井 kids福井 ST 佐野

Basic Basic Basic Basic 中級
初級 初級 初級 初級 中上級

初中級 阿部 初中級 阿部 初中級 阿部
中級 中級 吉田 中級 桝本 　平成29年度7月24日現在の時間割表です。

中上級 中上級 Jrｸﾞﾘｰﾝ 宮崎 Jrｸﾞﾘｰﾝ 宮崎
上級 藤田 上級 Jrｲｴﾛｰ 桐野 Jrｲｴﾛｰ 桐野

Jr
kids体験 kids真野 kids真野 kids真野

７時限
16：50～18：20 18：30～20：00

真野

荻生

６時限

AC1・AC2　桐野

AC３ 　佐野

阿部

AC３ 　佐野

阿部
　※途中、コーチの変更がある

　場合がございます。

吉田
吉田

藤田

日曜アカデミー　真野
４月～10月　15:00～18:00

１１月～３月　14:00～17:0０

藤田 真野
阿部 阿部

　予めご了承くださいませ。

土

真野 藤田
桝本

広瀬

AC1・AC2　佐野

8：30～10：00 10：10～11：40 11：50～13：20 13：30～15：00

日

真野 桝本 吉田 吉田

桝本
藤田

15：10～16：40

１時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限

金

吉田
桝本

エキストラ　佐野・江馬

桝本

水

桝本
桝本

阿部
藤田

阿部
真野

AC1・AC2　佐野・木下
AC３ 　佐野・木下

木

阿部 桝本 阿部
藤田

AC1・AC2　佐野

AC３　佐野・木下

13：10～14：40 17：00～18：00

吉田

AC３　佐野

月

藤田

火

真野
阿部 桝本

荻生

AC1・AC2　佐野・木下
AC３　佐野・木下

藤田

江馬

AC1・AC2　桐野・佐野

第5４期　　スクール時間割表　H29．７月２４日～１０月２２日　

１時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 ６時限 ７時限

19：35～21：05時間 10：00～11：30 11：35～13：05

12：35～13：20

12：35～13：2011：50～12：35

WEB振替
QRコード

またはホームページ

よりご利用下さい。
http://higashiyama-tc.com/

90分レッスン

ﾚｯｽﾝ時間は月毎いフロントにて案内しております。

会員は施設料+￥1,080(レッスン費)

スクール生は￥2,160又は振替１回

※要予約

※個人レベル中上級以上の方対象です。

10：55～11：4010：10～10：55

11：50～12：35


